
第３０回　静岡県少年少女空手道選手権大会 平成２６年４月２７日（日）

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 個人形　小学一年生男子 大仲　惟 鴻志会養正館 伊藤耀聖 養正館沢田 橋本颯斗 養正館沢田 福岡雄希 正真館侍空会

2 個人形　小学二年生男子 不知　迅 静岡剛柔館相良 熊谷　駿 養正館沢田 杉山悠大 藤枝高洲 望月蒼良 静岡剛柔館清水

3 個人形　小学三年生男子 田川　凜 静岡剛柔館相良 斉藤優斗 泊親会正真館 池谷歩夢 正真館拳空会 栗田　侑 豊岡支部

4 個人形　小学四年生男子 磯崎心叶 正真館侍空会 大川照英 養正館沢田 渡辺　開 鴻志会養正館 河守唯全 大民塾

5 個人形　小学五年生男子 丸尾　瑛 泊親会清水道場 熊谷和真 藤枝甲空館 勝又颯太 鴻志会養正館 本間愁也 修明塾函南教室

6 個人形　小学六年生男子 向井　惇 静岡剛柔館相良 吉川叡史 和道会清水東 石川侑弥 優空会 油井悠斗 大民塾東

7 個人形　小学一年生女子 望月結以 鴻志会養正館 長島心華 養正館沢田 髙塚彩夏 颯志館御前崎 櫻井香穂里 鴻志会養正館

8 個人形　小学二年生女子 勝又美音 養正館沢田 増田埜愛 颯志館御前崎 渡辺　結 養正館沢田 藤井寧々 鴻志会養正館

9 個人形　小学三年生女子 江藤凪沙 養正館沢田 倉岡穂乃花 養正館沢田 大仲愛花 鴻志会養正館 石川歩弥 優空会

10 個人形　小学四年生女子 佐々木麻衣 剛柔館正剛道場 橋本鈴江 山の手スポ少 野中聖来 泊親会正真館 飯田涼々 大民塾

11 個人形　小学五年生女子 増田翔愛 颯志館御前崎 高橋優瞳 颯志館桜道場 児玉　心 藤枝高洲 松下明日香 大民塾

12 個人形　小学六年生女子 川人つぐみ 鴻志会養正館 成岡咲那 大民塾 鈴木玲菜 藤枝高洲 飯塚美葉 鴻志会養正館

13 個人組手　小学一年生男子 福岡雄希 正真館侍空会 守　凱誠 泊親会正真館 古俣登也 泊親会正真館 橋本颯斗 養正館沢田

14 個人組手　小学二年生男子 山本善太 鴻志会養正館 梅原和泉 鷲野道場 芹澤理一 鴻志会養正館 漆畑　怜 鷲野道場

15 個人組手　小学三年生男子 田内寛慈 湖西市体協 斉藤優斗 泊親会正真館 渡井大喜 芝川支部 望月ケン 泊親会清水道場

16 個人組手　小学四年生男子 田口拓海 大民塾 河守唯全 大民塾 長谷川照城 剛柔館正剛道場 五十里龍飛 修空会

17 個人組手　小学五年生男子 千葉大雅 泊親会清水道場 丸尾　瑛 泊親会清水道場 太田慈人 浜北支部 鳥居秀空 杉浦錬成塾本部

18 個人組手　小学六年生男子 高津戸銀士 泊親会唐心塾 室井佑介 大民塾 松野湧也 大民塾 三浦陽希 湖西市体協

19 個人組手　小学一年生女子 鈴木菜々 泊親会清水道場 髙塚彩夏 颯志館御前崎 増山侑莉 錬流館 内村　心 鴻志会養正館

20 個人組手　小学二年生女子 岩倉未桜 新風館 阿部日葵 鴻志会養正館 三須瑠里 修善寺修明塾 西川眞央 浜北支部

21 個人組手　小学三年生女子 金子明果莉 泊親会清水道場 小島由妃 山の手スポ少 望月梨愛 健由塾 小沢優来 泊親会正真館

22 個人組手　小学四年生女子 橋本鈴江 山の手スポ少 酒井菜々子 泊親会清水道場 夏目花凜 山の手スポ少 伊妻佐笑 大民塾

23 個人組手　小学五年生女子 高橋優瞳 颯志館桜道場 星川乃愛 浜北支部 小澤七海 杉浦錬成塾本部 桒原吏音 泊親会正真館

24 個人組手　小学六年生女子 成岡咲那 大民塾 池端花音 剛柔館正剛道場 石神舞奈 剛柔館正剛道場 熊谷かんな 藤枝甲空館

成　　　績　　　表
静岡県武道館

№ 競技種目
優勝 ２位 ３位 ４位



第４５回静岡県空手道連盟選手権大会 平成２６年５月２５日（日）

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 団体組手 中学男子 静岡北中Ａ 理工科大静岡北 静岡北中Ｂ 理工科大静岡北 常葉橘中 常葉学園橘 浜松開誠館中Ａ 浜松開誠館

2 団体組手 中学女子 静岡北中 理工科大静岡北 常葉菊川中 常葉学園菊川 清水第二中 泊親会清水道場 浜松開誠館中Ｂ 浜松開誠館

3 団体形 中学男子 常葉菊川中Ａ 常葉学園菊川 浜松開誠館中Ａ 浜松開誠館 静岡北中 理工科大静岡北 浜松開誠館中Ｂ 浜松開誠館

4 団体形 中学女子 浜松開誠館中Ａ 浜松開誠館 静岡北中 理工科大静岡北 常葉菊川中 常葉学園菊川 浜松開誠館中Ｂ 浜松開誠館

5 個人組手 成年男子軽量級 川崎紘輝 正剛道場 久保田隼哉 正剛道場 羽田優貴 浜松基地 藤井海我 芝川支部

6 個人組手 成年男子中量級 平松拓丸 新風館 清水克彦 浜北松濤館 小野田吉伸 大民塾 西ヶ谷章裕 大民塾

7 個人組手 成年男子重量級 島袋徹一 養正館沢田 暮林巧朗 焼津和道館 瀧本和馬 健士舘道場 佐野哲也 鴻志会拳武館

8 個人組手 成年女子 伊熊悠子 細江支部 木原明日香 鷲野道場 澤柳美早都 静岡千秋会 久保穂波 東海大学海洋

9 個人組手 高校男子 澤入迅人 常葉学園菊川 横井仁勇 常葉学園菊川 山本　陸 御殿場西高校 小野聖人 御殿場西高校

10 個人組手 高校女子 菊池瑞希 理工科大静岡北 角　優里 御殿場空手道Ｃ 岩瀬菜緒 理工科大静岡北 今井りか 御殿場西高校

11 個人組手 中学男子 中村琉也 泊親会清水道場 髙橋航大 理工科大静岡北 田井中琉生 理工科大静岡北 太田滉二 理工科大静岡北

12 個人組手 中学女子 谷沢純香 泊親会清水道場 土屋詩央 理工科大静岡北 千葉美月 泊親会清水道場 谷津倉吏音 理工科大静岡北

13 個人形 成年男子 森田修平 静岡剛柔館清水 篠崎裕也 御殿場空手道Ｃ 青木真一郎 駿空会 佐野哲也 鴻志会拳武館

14 個人形 成年女子 山下真由美 静岡剛柔館清水 鈴木絵梨香 藤枝高洲支部 鈴木美晴 静岡千秋会 澤柳美早都 静岡千秋会

15 個人形 少年男子 梅山晟也 御殿場西高校 掃詰開士 御殿場西高校 池上憧汰 御殿場西高校 萩原啓斗 御殿場西高校

16 個人形 少年女子 東海林ゆりあ 御殿場西高校 池本夢実 常葉学園菊川 宮下朝香 静岡剛柔館清水 坂下くるみ 東海大翔洋

17 個人形 中学男子 間宮優弥 泊親会清水道場 上柳　大 静岡剛柔館清水 大房賢太 常葉学園菊川 弓岡優津希 常葉学園菊川

18 個人形 中学女子 山田瑞稀 大民塾 佐々木瑠衣 正剛道場 池端桃花 正剛道場 西藤舞海 静岡剛柔館相良

成　　　績　　　表
静岡県武道館

№ 競技種目
優勝 ２位 ３位 ４位



成　　　績　　　表

第９回　静岡県空手道連盟　中学生１・２年生空手道選抜大会

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 男子　形の部 大川壱哲 鴻志会養正館 吉川叡史 和道会清水東 向井　惇 静岡剛柔館相良 小田　尊 大民塾

2 男子　組手の部 室井佑介 大民塾 高津戸銀士 泊親会唐心塾 山口響生 大民塾 松野湧也 大民塾

3 女子　形の部 川人つぐみ 鴻志会養正館 鈴木玲菜 藤枝高洲 成岡咲那 大民塾 飯塚美葉 鴻志会養正館

4 女子　組手の部 成岡咲那 大民塾 池端花音 正剛道場 佐藤美乃梨 浜北松濤館 玉手希心 安倍川

5 男子　形の部 飯田　大地 大民塾 杉山　成 理工科大静岡北 鈴木郁海 静岡剛柔館相良 栗田尊 浜松開誠館

6 男子　組手の部 榊原十夢 泊親会清水 栗田理生 理工科大静岡北 飯田　大地 大民塾 太田真暉 浜松開誠館

7 女子　形の部 佐々木瑠衣 正剛道場 高橋美優 常葉学園菊川 野中明莉 泊親会正真館 廣田優奈 東海大学翔洋

8 女子　組手の部 永井カンナ 浜松開誠館 望月玲那 泊親会清水 福岡咲良 正真館侍空会 高橋美優 常葉学園菊川

9 男子　形の部 大房賢太 常葉学園菊川 上柳　大 静岡剛柔館清水 弓岡優津希 常葉学園菊川 三森和磨 常葉学園菊川

10 男子　組手の部 田井中琉生 理工科大静岡北 村田有弥 浜松開誠館 都築虎太朗 泊親会清水 佐藤裕人 理工科大静岡北

11 女子　形の部 池端桃花 正剛道場 宮田京奈 常葉学園菊川 宮下紀香 静岡剛柔館清水 本多彩乃 糸洲会磐田

12 女子　組手の部 設樂優花 山の手スポ少 千葉美月 泊親会清水 成岡優那 常葉学園菊川 宮田京奈 常葉学園菊川
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静岡県武道館


